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事実の概要

　１　Ｙらは、有明海にかかる漁業協同組合（以
下「本件各組合」という）の組合員である。
　２　Ｘ（国）は、諫早湾の湾奥を閉め切る潮受
堤防の建設工事に着工し、平成 11 年に潮受堤防
が完成した。
　３　平成 14 年以降、ＹらはＸ（国）に対し、
本件各組合の各共同漁業権の範囲内において各自
が有する漁業法 8条 1 項の漁業行使権から派生
する妨害排除請求権等に基づき、主位的に本件潮
受堤防の撤去、予備的に本件各排水門の常時開放
を求める等の訴訟（以下「前訴」という）を提起
した。
　前訴第一審の佐賀地裁は、平成 20 年 6 月 27
日、予備的請求の一部認容として、Ｘに対し、「判
決確定の日から 3年を経過する日までに、防災
上やむを得ない場合を除き、本件各排水門を開放
し、以後 5年間にわたってその開放を継続せよ」
と命ずる判決をした。
　前訴控訴審の福岡高裁も控訴を棄却し（口頭弁
論終結日は平成 22 年 8 月 9 日）、Ｘが上告を断念
したため、平成 22 年 12 月 20 日の経過をもって、
請求認容判決が確定した。
　なお、右判決が認定した前訴口頭弁論終結時に
本件各組合が有していた各共同漁業権（以下「漁
業権 1」という）は、いずれも平成 15 年 9月 1日
に免許がされ、その存続期間は 10 年間であった。

本件各組合は、平成 25 年 9 月 1 日、本件各漁業
権 1とほぼ同一内容で存続期間を平成 35 年 8 月
31 日までとする各共同漁業権（以下「漁業権 2」
という）の免許を受けた。
　４　上記判決確定後、諫早湾の営農者等による
反対もあり、また開門差止めの仮処分決定や本案
判決が出されたこともあり、平成 25 年 12 月 20
日を経過しても開門がされず、Ｙらは間接強制決
定を得て（最二小決平 27・1・22 判時 2252 号 33 頁）、
ＸからＹらに対して強制金の支払いがなされた。
　５　平成 26 年、ＸはＹらに対して請求異議の
訴えを提起し、開門に必要な防災対策工事がなさ
れていないため、開門請求権行使の前提となる違
法性がないこと、開門差止仮処分がされたこと、
強制執行が権利濫用または信義則違反に当たるこ
と等を異議事由として主張した。
　第一審の佐賀地裁が請求を棄却したため、Ｘが
控訴したところ、控訴審の福岡高裁は以下のよう
に判示して第一審判決を取り消し、Ｘが控訴審
で追加した異議事由を認めた（福岡高判平 30・7・
30LEX/DB25561114）。
　「……本件確定判決に係る裁判所が、本件確定
判決の口頭弁論終結時において付与されるかどう
か未確定の、前訴の訴訟物とは別個の権利である
平成 25 年 8 月 31 日より後の共同漁業権に由来
する開門請求を認容することは、処分権主義に反
し許されないから、本件確定判決が上記の開門請
求を認容したものと解することはできないという
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べきである。」
　「……本件確定判決の口頭弁論終結時点におけ
るＹらの本件開門請求権及び漁業行使権が由来す
る、本件各組合に免許された本件 5つの共同漁
業権……は、前記のとおり、いずれもその免許期
限である平成 25 年 8月 31 日が経過している。
　そうすると、本件……共同漁業権は、いずれも
本件確定判決の口頭弁論終結後である同日の免
許期間の経過により消滅したものと認められる。
……共同漁業権の消滅により、これに由来するＹ
らが有する漁業行使権もそれぞれ消滅したと解す
るほかない。」
　６　これに対し、Ｙらが上告受理申立てをした
ところ、民訴法 114 条 1 項に関する法令解釈の
誤りという上告受理理由のみ取り上げられた。

判決の要旨

　「本件各確定判決は、平成 20 年 6 月及び平成
22 年 12 月にされたものであり、かつ、その既判
力に係る判断が包含されることとなる主文は要旨
『判決確定の日から 3年を経過する日までに開門
し、以後 5年間にわたって開門を継続せよ』と
いうものであるから、本件各漁業権 1の存続期間
の末日である平成 25 年 8 月 31 日を経過した後
に本件各確定判決に基づく開門が継続されること
をも命じていたことが明らかである。さらに、前
訴において、Ｙらは、もともと本件潮受堤防の撤
去や本件各排水門の即時開門を求めていたのであ
るから、将来発生するであろう共同漁業権等につ
いて明示的な主張がなくても不自然ではない。そ
うすると、本件各確定判決を合理的に解釈すれば、
本件各確定判決は、本件各漁業権 1が存続期間
の経過により消滅しても、本件各組合に同一内容
の各共同漁業権の免許が再度付与される蓋然性が
あることなどを前提として、同年 9月 1 日頃に
免許がされるであろう本件各漁業権 1と同一内
容の各共同漁業権（本件各漁業権 2がこれに当
たる。）から派生する各漁業行使権に基づく開門
請求権をも認容したものであると理解するのが相
当である。
　以上によれば、本件各確定判決に係る請求権は、
本件各漁業権 1から派生する各漁業行使権に基
づく開門請求権のみならず、本件各漁業権 2か

ら派生する各漁業行使権に基づく開門請求権をも
包含するものと解されるから、前者の開門請求権
が消滅したことは、それのみでは本件各確定判決
についての異議の事由とはならない。」
　なお、菅野裁判官の補足意見、草野裁判官の意
見がある。

判例の解説

　一　はじめに
　本判決は、混迷する諫早湾干拓事業関連の裁判
における、平成 22 年に確定した排水門開放を命
ずる判決（以下「平成 22 年判決」という）に対す
る請求異議訴訟の上告審である１）。本件では、控
訴審である原判決と上告審である本判決とで判断
が分かれたが、その背景には、債務名義となった
平成 22 年判決に対する解釈の違いがあるように
思われる。そこで以下、平成 22 年判決の構造と、
原判決・本判決において採用された解釈について
分析を試みる２）。

　二　平成 22年判決の構造
　１　3年の猶予期間
　平成 22 年判決は、排水門開放の履行時期につ
いて「判決確定の日から3年を経過する日までに」
との猶予期間が設けられており、前訴口頭弁論終
結時に履行すべき状態にない請求権を認めたもの
であるから、将来給付判決に属する３）。ただし、
その意義については複数の解釈可能性があるよう
に思われる。
　（甲説）「前訴口頭弁論終結時において存在する
期限付請求権を認容した結果としての将来給付判
決」と解釈する可能性がある。この場合、口頭弁
論終結時を基準時として、その時点における期限
付請求権の存在について既判力が生じ、期限到来
後（平成 25 年 12 月 21 日）に執行開始要件が充足
され（民事執行法 30 条 1 項）、当該請求権につき
強制執行が可能になると解される。既判力の作用
により、前訴基準時までに発生した事実は請求異
議訴訟において遮断されるが（同 35 条 2 項）、基
準時後に生じた事実は原則として遮断されない。
本件原判決は、処分権主義に関する言及から考え
て、甲説を採用したものと推測される。
　（乙説）「判決確定から 3年経過後に存在する
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であろう請求権を将来予測に基づいて認容した結
果としての将来給付判決」と考えることもできる。
当該時点での請求権を基礎づけるのは、実体法上
は漁業権 2しかあり得ないが、平成 22 年判決が、
漁業権 1を基礎に将来請求権を認めた不当判決
だった可能性もなお残される。この場合の既判力
の基準時については議論があり得るが、請求権発
生時を基準時と解すれば、将来請求権の発生時以
前に生じた事由については遮断効が及ぶことにな
る。本判決は、平成 22 年判決が漁業権 2から派
生する妨害排除請求権を認めたものと解釈したた
め、乙説を採り、かつ漁業権 1の消滅が異議事
由にならない（遮断効が問題ではない）と解したと
推測される。
　ただし、前訴においてＹらは漁業権 2から派生
する請求権を訴訟物として明示的に定立しておら
ず（本判決は、平成 22 年判決を「合理的に解釈」する）、
両当事者とも、平成 25 年時点での請求権発生に
ついて攻撃防御を尽くしたとは評価し難い。また、
本判決は漁業権 1のみならず漁業権 2から派生
する請求権「をも」認めたと解釈するが、開門期
間からみて、漁業権 1への言及はかえってミス
リーディングである。本判決の解釈を採用するた
めには、処分権主義・弁論主義違反のおそれを克
服する必要があるが、本判決はその点について明
示的に説明しない４）。

　２　5年の給付期間
　次に、平成 22 年判決は「以後 5年間にわたっ
てその開放を継続せよ」と給付期間を定めている。
この点についても、複数の解釈があり得るように
思われる。
　（ア説）上記給付期間は、前訴基準時において
存在が確定された妨害排除請求権を実現するため
の執行手段の特定と解釈する可能性がある。この
解釈に立てば、5年間にわたる開門を行ってはじ
めて基準時における原告の権利を実現したことに
なるから、Ｘの義務不履行が続けば 5年の給付
期間は後ろ倒しされる。反面、開門前でも請求権
の消滅を証明して反対名義が作成されれば、強制
執行は不許となろう。
　原判決はア説を採用したものと思われる（期限
付与につき甲説を採用しつつ、後述のイ説を採るの
は理論上困難である）。原判決のように「甲＋ア説」

を採れば、漁業権 1の消滅を請求異議事由として
認めることは、理論的に一貫する。ただし筆者は、
平成 22 年判決理由を読むと、将来の妨害排除請
求権の発生につき将来予測をしたうえで給付期間
が定められたとも読め、このように実体法上の判
断を経た主文記載には、既判力に準ずる効力を認
める余地があると考えている（最二小判昭 49・4・
26 民集 28 巻 3号 503 頁参照）５）。
　（イ説）本件で問題となる妨害排除請求権が、
Ｙらの漁業行使権が侵害される都度発生する点を
重視して、「平成 22 年判決は、前訴判決確定よ
り 3年経過後、5年間にわたって妨害排除請求権
が発生し続けることを将来予測に基づいて判断し
たため、その期間中の妨害排除請求権の存在に既
判力が発生し、その期間中、強制執行が可能にな
る」と解釈することも可能である。この解釈に立
てば、平成 22 年判決が認めたのは、平成 25 年
12 月 21 日から平成 30 年 12 月 20 日までの開門
であり、それ以降は強制執行が不許となろう。
　本判決の採った解釈がいずれかは、明らかでな
い。イ説を採ったと仮定すると、上告審係属中に
平成 30 年 12 月 20 日が経過しているため、最高
裁は「原判決は結論において是認できる」という
理由で上告棄却をしてもよいところ、そのような
結論には至らなかった点が問題となり得る６）。ア
説を採ったと仮定すると、ア説を採りつつ乙説を
採るべき必然性は必ずしも高くないことが問題と
なり得る。漁業権 1の消滅後の開門を命じた平
成 22 年判決は、漁業権 2から派生する請求権を
観念しなければ実体法上不当かもしれないが、前
訴において漁業権 1消滅を主張せず、その事実
を看過した第一審判決も攻撃しなかったＸの自己
責任の結果と評することもできるからである７）。

　三　異議事由としての権利濫用
　本判決は、菅野補足意見、草野意見のいずれも
が、差戻審において審判すべき異議事由として、
権利濫用を挙げる。権利濫用・信義則違反が異議
事由になることは判例上も承認されており（最一
小判昭 37・5・24 民集 16 巻 5 号 1157 頁、最一小判
昭 62・7・16 集民 151 号 423 頁）、すでにＸは異議
事由として権利濫用を挙げている以上、それに対
する審判がなされるべきことは問題ない。ただし、
両意見は権利濫用法理の具体的中身を敷衍してい
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るため、各々について検討する。
　草野意見は、経済的利益を化体した物権的請求
権において、①侵害除去費用が侵害除去による債
権者の利益を上回り、②債務者が債権者の損害を
全額弁済したと評価できる状態では、③別段の事
由がない限り、妨害排除の強制が権利濫用に当た
るとする。しかし、上記法理の射程は特に限定さ
れていないところ、たとえば不動産賃借権に基づ
く明渡請求権（民 605 条の 4）について債務名義
が作成されても、明渡費用が債権者の損害額を上
回り、かつ債務者が賃借権存続期間全体の損害金
を弁済したと評価できる状態が証明されれば、別
段の事由がない限り（この事由は債権者に証明責任
が課されよう）、原則として請求異議訴訟により債
務名義の執行力が消滅すると解すべきか。そのよ
うな結論を一般化するには、問題が多いように思
われる。
　菅野補足意見は、平成 22 年判決の暫定的性格
や、判断の不確実性を指摘し、事情変動による権
利濫用の可能性を強調する。平成 22年判決文も、
開門期間を定めた理由の中で事実関係の変動可能
性に触れており、判決確定から長期間が経過する
ことで、平成 22 年判決が命じた開門が有明海の
実態と乖離し、強制的な権利実現が不当となる可
能性は十分にあると思われる。
　ただし、その事情変動を他ならぬＸが主張して
よいか。Ｙらは、平成25年12月20日経過時点で、
直接強制ないし代替執行により即時に開門を実現
できたが、営農者等を慮って間接強制にとどめた
ようである８）。これにより、Ｘは強制金を支払っ
て任意履行を拒否しつつ、事情変動を「待つ」こ
とが可能となった９）。一般に、暫定的紛争処理の
性格を持つ判決が事情変動に対して脆弱であるこ
とは承認できても、その暫定的紛争処理に従わな
かったＸ自身が事情変動を主張することは、信義
則違反・権利濫用のおそれもある。
　権利濫用という一般条項の中の考慮要素に何を
含めるかの問題となるが、その具体的適用に当
たっては、なお慎重な検討の必要があるように思
われる。

●――注
１）諫早湾干拓事業関連訴訟の全体像につき、「特集／諫早
湾干拓紛争の諸問題――法学と政治学からの分析」法セ
766 号 9頁以下。

２）なお、平成 22 年判決の分析と、その現象記述的な意
義については、上田竹志「いわゆる『誤った判決』をめ
ぐる一試論」法政研究 86 巻 4号（2020 年刊行予定）で
詳論を行う予定である。

３）三木浩一＝笠井正俊＝垣内秀介＝菱田雄郷『民事訴訟
法〔第 3版〕』（有斐閣、2018 年）35 頁、360 頁。

４）処分権主義につき、現在給付請求に対する質的一部認
容判決としての将来給付判決と捉えた場合、その可否に
つき見解が分かれる。積極説として、新堂幸司『新民
事訴訟法〔第 6 版〕』（弘文堂、2019 年）332 頁、兼子
一原著『条解民事訴訟法〔第 2版〕』（弘文堂、2011 年）
1343 頁等、消極説として松本博之＝上野泰男『民事訴
訟法〔第 8 版〕』（弘文堂、2015 年）583 頁。しかし、
期限や条件を付する一部認容（甲説）であれば別論、乙
説に立った上で「現在の請求権は認められないが、将来
の請求権は認められる」という質的一部認容は困難であ
ろう。

５）その効力が将来給付判決においてどのように作用する
か、これまで論じられたことはないが、将来給付判決の
既判力と同様に考え、前訴において予見し得た主張につ
いては遮断効が及ぶと解したい。高橋宏志「確定判決後
の追加請求」『中野貞一郎先生古稀祝賀　判例民事訴訟
法の理論（下）』（有斐閣、1995 年）249 頁、258 頁以
下、山本弘「将来の損害の拡大・縮小または損害額の算
定基準の変動と損害賠償請求訴訟」民訴 42 号（1996 年）
25 頁、60 頁以下など。本件における漁業権 1の消滅は、
将来生ずべき具体的事実の発生にかかわるわけではない
ため、前訴において予見し得たと評価できるだろう。

６）請求異議訴訟の判決基準時が平成 30 年 2月 26 日のま
ま上告棄却できるかが問題視されたとも思われるが、判
決理由中にもその旨の記載はなく、またイ説を採用すれ
ば、執行力消滅は債務名義の主文自体から明らかであり、
差戻しの必要はないともいえる。

７）ただし、最高裁は平成 22 年判決に対して合理的解釈
を行った結果、平成 22 年判決は令和 5年 9 月 1 日以降
に生じる新たな漁業権（漁業権 3とも称し得るか）か
ら派生する妨害排除請求までを認める趣旨ではない、と
の含意を含むとも読め、そこに本判決が「甲＋ア説」を
回避したことの実践的意義を見出すことも不可能ではな
い。

８）前掲注１）24 頁以下［馬奈木昭雄弁護士発言］。
９）「待つ／待たせる」ことの規範的な意義について、時間
相関的な規範領域であるはずの手続法においては、個別
制度が散見されるものの、まとまった議論は寡聞にして
知らない。この点については、別稿での検討を予定して
いる。

九州大学教授　上田竹志


